
2022年5月18日 門別 7R ＪＲＡ認定フレッシュチャレンジ２歳牝馬新馬

門別 7
  発 走

 17:35
7R ＪＲＡ認定フレッシュチャレンジ２歳牝馬新馬

サラブレッド系　2歳 定量

1000m　ダート・右　
基　準 良　 1:00.4
タイム 重不 1:00.0

賞金：250、70、52.5、35、17.5万円

勝利馬展開係数　：534 804  544 188  444 97  455 92
レースラップ傾向：MSS 192  MMM 139  SSS 119  SMM 69
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ダンカーク 牝2   

サルトアンヘル 岩橋勇　 ベネズエラにある世界一美しいと言われ
ている滝の名

                                        
54.0 .266

1 1 メイショウブルック 栗 田中淳　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープスカイ) 北海道.527    　             
三嶋牧場 0.0.0.0
三嶋昌春 0.0.0.0
ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄｷｬｯﾄ 牝2   

アンフォラ 桑村真　 壺の一種                                         
54.0 .344

2 2 ムニン 黒鹿 佐久雅　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Bernardini) 北海道.353    　             
小泉牧場 0.0.0.0
一村哲也 0.0.0.0
フェノーメノ 牝2   

ヒダカホンセン 五十冬　 日高本線。廃線の記憶                                         
54.0 .309

3 3 トキノメイゲツ 芦 川島洋　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 北海道.270    　             
大典牧場 0.0.0.0
大典牧場(有) 0.0.0.0
メイショウボーラー 牝2   

リュウノボマーク 山本咲　 冠名＋ミサイル名より                                         
54.0 .118

4 4 チェイルリー 鹿 川島雅　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 北海道.158    　             
村下農場 0.0.0.0
蓑島竜一 0.0.0.0
ラブリーデイ 牝2   

フラワーテイル 落合玄　 尾花                                         
54.0 .270

5 5 バーレーヘッズ 栗 米川昇　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 北海道.353    　             
株式会社目黒牧場 0.0.0.0
松本光弘 0.0.0.0
エイシンヒカリ 牝2   

エイシンセドナ 石川倭　 冠名＋イヌイット神話の海の女神                                         
54.0 .346

5 6 エーシンセノーテ 芦 安田武　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 北海道.271    　             
栄進牧場 0.0.0.0
平井克彦 0.0.0.0
ダンカーク 牝2   

スギノプリンセス 服部茂　 冠名＋姫                                         
54.0 .322

6 7 スギノエンプレス 芦 田中正　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 北海道.342    　             
明治牧場 0.0.0.0
杉山忠国 0.0.0.0
エスポワールシチー 牝2   

バウアーズ 阿部龍　 木陰                                         
54.0 .321

6 8 エンジェルズソング 鹿 角川秀　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 北海道.354    　             
坪田晃宜 0.0.0.0
渡部賢治 0.0.0.0
コパノリッキー 牝2   

カプアーノ 宮崎光　 ナポリの城。母名より連想                                         
54.0 .256

7 9 クイーンオブナプレス 栗 松本隆　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Singspiel) 北海道.147    　             
上水牧場 0.0.0.0
(有)上水牧場 0.0.0.0
ヘニーハウンド 牝2   

マダムレディバグ 小野楓　 女性の敬称＋てんとう虫                                         
54.0 .259

7 10 メモリアビアンカ 栗 小野望　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 北海道.365    　             
ﾑﾗｶﾐﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
石川貴久 0.0.0.0
ファインニードル 牝2   

ファインザエコーズ 松井伸　 父名の一部＋母名の一部                                         
54.0 .093

8 11 ｴｺｰｽﾞｲﾝｻﾞｳｲﾝﾄﾞ 鹿 堂山芳　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Montjeu) 北海道.031    　             
船越牧場 0.0.0.0
船越三弘 0.0.0.0
タイセイレジェンド 牝2   

クラティアラ 黒澤愛　 冠名＋装飾品名                                         
54.0 .222

8 12 クラフィンライデン 鹿 村上正　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ワカオライデン) 北海道.326    　             
倉見牧場 0.0.0.0
倉見利弘 0.0.0.0

門別ダート1000m種牡馬成績 （集計期間：2020.05.16～2022.05.15）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 サウスヴィグラス  91  20  18   9  44 0.220 0.418
 2 シニスターミニスター  55  17   4   4  30 0.309 0.382
 3 ストロングリターン  53  14   5   5  29 0.264 0.358
 4 エスポワールシチー  83  13   8  11  51 0.157 0.253
 5 トゥザワールド 119  12   8  13  86 0.101 0.168
 6 ダノンレジェンド  80  11   8  10  51 0.138 0.238
 7 キンシャサノキセキ  43  11   7   5  20 0.256 0.419
 8 ヘニーヒューズ  38  11   6   5  16 0.289 0.447
 9 カレンブラックヒル  53  11   3   7  32 0.208 0.264
10 メイショウボーラー 151  10   9  17 115 0.066 0.126
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2022年5月18日 門別 7R ＪＲＡ認定フレッシュチャレンジ２歳牝馬新馬 サラブレッド系　2歳 定量 1000m　ダート・右　外
万全を期すため、当日の発走時刻、出走取消、騎手変更など、すべて主催者発行の出馬表と照合して下さい。

本紙からの複製、転載を禁じます。


